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本日の例会

前回の例会

2018 年 8 月 24 日(金)第 1807 回

2018 年 8 月 17 日(金)第 1806 回

時間

卓 話 「里親支援について」

卓 話 「会員増強フォーラム」

卓話者 児童養護施設 清心寮

卓話者

嶽盛 和三

のりこ

里親支援専門相談員 溝川 記子 様
紹介者

今週の歌 「それでこそロータリー」

塩見 守 会員

「堺北ＲＣの歌」

今週の歌 「我らの生業」

「おさななじみ」

「おてもやん」

お客様の紹介・出席報告

お客様の紹介・出席報告

会長の時間

会長の時間

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
〇皆出席表彰（８月度）

次週の例会

塩見 守会員(第６回)

2018 年 8 月 31 日(金)第 1808 回

時間

卓 話 「お葬式いろいろ
卓話者 株式会社

」

セルビス

取締役部長
紹介者 辰

＜8 月 17 日(金)の出席報告＞
会 員 数
29 名
出席会員
20 名
欠席会員
9名
ゲスト
0名
ビジター
0名
7 月 20 日(金)の出席率
93.10％

今井良雄様

正博 会員

2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ

「インスピレーションになろう」
国際ロータリー会長 バリー・ラシン（バハマ国・イーストナッソーRC）
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会員増強月間フォーラム

るよう全世界のクラブと地区に呼びかけていま
す。 「ロータリーデー」のイベントは、ロータリ
アンが地元地域で存在感を高め、長期的なパート

会員増強委員長 嶽盛 和三

ナーシップを構築し、入会への関心とロータリー
の公共イメージを高める機会となるとラシン会長

フォーラムはフォーラムディ

は述べています。 ロータリーデーとは、地域社会

スカッションのことで示された話

の人びとに、楽しみながら情報を学んでもらうイ

題について、出席者全員が討議に参

ベントを催し、ロータリーを紹 介するという、と

加するものであります。
（古代ロー

てもシンプルなものです。クラブ入会 への関心を

マで行われた討議方式）

もってもらい、ロータリーについてより良く理解

今年度も昨年度、平成 30 年 3 月

してもらえる、またとない機会となるでしょう。

30 日に実施したような「拡大例会」を開催する予定

ロータリーデーの実施は、クラブが単独で実施す

です。

るか、近隣クラブが協力して合同で実施してもか

今年度は平成 31 年（2019 年）4 月 12 日（金）に
予定しております。

まいません。また、地区をあげて大規模なロータ
リーデーを実施するのも一案です。 ロータリーデ

尚、皆様方に配布させていただきましたチラシ

ー開催のヒント・イベントの一環として、参加型

「ロータリーデー開催について」
（＊下記参照）をご

の奉仕プロジェクトを実施する。これにより参加

覧ください。

者は、地域社会に好ましい影響を与えるロータリ

本年度 RI 会長のバリー・ラシン会長は、楽しくて
情報豊かな「ロータリーデー」を開催するよう全世
界のクラブに呼び掛けています。

ーの活動を直に体験することができます。
・興味深い話のできる講演者、著名人、音楽家な
ど、参加者の関心を呼ぶゲストを招く。

今年度の拡大例会はこの趣旨に従って進めてはど
うかと考えています。

・食べ物を提供するイベントを行う場合は、社交
的な食事より、バーベキュー大会のような堅苦

また、本日配布物のロータリーの友 8 月号、横組
み P7～15「会員増強の可能性」には、入会促進と会
員維持のための１０カ条が掲載されています。

しくない方法を選ぶ。
・ロータリーの重点分野に関連する地域社会の課
題に取り組む活動を盛り込む。参加料は 低く設

1. クラブの長所を全てリストにする

定する。

2. 入会候補者のリストを管理する

・地元の企業にスポンサーとなってもらうことも

3. クラブの強みを知る

一案です。

4. 会員増強をクラブの最優先事項にする

・家族で参加しやすいイベントにする。

5. 行く先々でロータリーについて話す

・ロータリーの専門用語や、ロータリーだけで通

6. 会員の責任をリストにする

用するような慣行は避ける。

7. ゴールはないことを認識する

・
「交友関係を広げ、アイデアや意見を交わし、

8. 入会式をお祝いする

行動を起こすことで地元地域や世界に貢 献でき

9. 粘り強く

る」というロータリーの魅力を感じてもらうイ

10. 精力的に

ベントとする。

昨年度、当クラブでもクラブの強みや長所、会員

・地元のロータリー会員、ローターアクター、イ

満足度のアンケートを取るなど試みましたが、他

ンターアクター、その他の地域社会のメ ンバー

のリストも参考にしていきたいと思いますので、

が重要な人道的貢献を行った例を紹介する。

今年度もご協力のほどよろしくお願いいたしま

・ロータリーの奉仕の理念を実践している地域社

す。

会の人を表彰、または紹介する。
・他団体や地元企業との協賛でイベントを実施

「ロータリーデー」の開催について

し、より大きな影響を地域社会にもたらす。

会員を増やし、ロータリーの重要な活動を多くの
人に 知ってもらうため、バリー・ラシン会長は、
楽しくて情報豊かな「ロータリーデー」を開催す
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・地元のメディアに、イベントの情報や記事を掲
載、または放送してもらう。
・参加者の連絡先を記録し、イベント後に例会や

クラブの行事に招待する。 実施したロータリー

愛別離苦（あいべつりく）

デーのイベント風景を、ソーシャルメディアの

怨憎会苦（おんぞうえく）

インスタグラムやツイッター（#RotaryDay）で

求不得苦（ぐふとくく）

ご紹介ください。これらの写真を、ハンブルグ

五蘊盛苦（ごうんじょうく）

（ドイツ）で開催 される 2019 年ロータリー国

五陰とは肉体（心身）
。肉体があるゆえの苦しみ。

際大会で紹介することを予定しています。ま

7 つを総括されたものです。

た、一部の写真 を各種ロータリーメディアで紹

この四苦八苦の 8 つの苦しみの中でも特に人生を

介することを予定しています。

苦しみに染めているのは、死の大問題です。

「35,000 のロータリークラブ、10,000 のロータ

その死の大問題を解決して変わらない幸福にする

ーアクトクラブ、22,000 のインターア クトク

ことが仏教の目的だと言われています。

ラブが地域社会と一体となって活動する世界を

私は、いつ死んでもいいと思っております。
（ウ

想像してみてください。その影響は 計り知れな

ソ）この四苦八苦あるのも生きている証拠だと思

いものとなるでしょう」

っていますし、常に思いながら健康におれるよう

（バリー・ラシン RI 会長）

にしています。

https://my.rotary.org/ja/why-and-how-host-

会員の皆様にもずっと健康で明るくいて欲しいと

rotary-day

思います。

委員会報告

会長の時間

広報委員会時間

会長 澤井 久和

「ロータリーの友 8 月号のご紹介」
本日も例会ご出席ありがとうご

広報委員 嶽盛 和三

ざいます。お盆休みはいかが過ご
されましたか？

〈横組み〉P.7～P.22

ゆっくりされた方、帰省された

特集 会員増強・新クラブ結成推

方、仕事をされた方、色々あると

進月間

思います。

「会員増強の可能性」

私は 8 月 15 日、1 日だけ休みを取り、ゴルフに行

本日の会員増強フォーラムの資料

って参りました。

に活用したいと思っています。

貧乏、ヒマ無しとはこのことでしょう。

〈縦組み〉P.4～

幼い頃の夢は、お金がいっぱいあれば、宝くじが

「変化をチャンスに」という題で 2540 地区（秋田

当たれば、死ぬまでカレーライスを食べてやる！

県）の地区大会でアサヒグループホールディング

と変な欲を持っていました。今でもそうですけ

ス 代表取締役会長 泉谷直木さんの講演。厳しい

ど・・・

経済環境の中で経営改革に取り組み、これらを 10

さて、お盆は昨日で終わりましたけれど、お盆と

のチャレンジポイントと 10 のチェックポイントを

欲にちなんで、少しばかり簡単な仏教の話をひと

話しておられます。皆様方の企業にも導入されて

つばかりさせて頂きます。

はいかがでしょう。

堺北 RC では、那須さんと嶽盛さん、三上さんとい

P.16 友愛の広場

うとても詳しい方々がいますが、自分のちょっと

「大変な時こそロータリーを楽しむ」

知っていることを話させて頂きます。

熊本河南 後藤伸二氏

会員の皆様、
「四苦八苦」という言葉を幾度も聞い

「子曰く、之れを知る者は之れを好む者に如か

ていると思います。ではこの四苦八苦とは何でし

ず。之れを好む者は之れを楽しむ者に如かず」

ょう。

孔子の言葉であるが、学問を知っているだけでは

四苦・・・生 老 病 死

学問を好きで学んでいる人には及ばない。また好

八苦・・・上記に加え、あと下記の⁴四つの苦しみ

きで学んでいるだけでは、楽しんで学んでいる人
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には及ばないのである。

SAA 報告

戦争体験を語り継ぐ事は当時を生きた者の務めで
す。熊本地震で被災した熊本城を見ながら、例会
に出席していますが、ロータリーを楽しまなけれ

那須宗弘会員 嶽盛会員増強活動頑張って下さい。
時間

ばという思いです。

宇瀨治夫会員 塩見会員先日はありがとうござい

「ロータリーを知っている人は、ロータリーを好

ました。これからもよろしく。

きな人にはかなわない。ロータリーを好きな人

城岡陽志会員 今回の西日本災害に対し、個人やク

は、ロータリーを楽しむ人にはかなわない」

ラブから多額の義援金を頂きあり

P.20 卓話の泉

がとうございました。

「囲碁と AI」日本棋院 常務理事 七段 久保秀夫氏

嶽盛和三会員 お盆お疲れ様でした。暑い夏でした。

碁盤は縦横 19 本の線があり、決着するまでの手順

お体大切に！

が長く、手数も多いため、コンピューターといえ

塩見 守会員 先日、お墓参りをしてすっきりしま

どもプロレベルの打ち手になるのは 2030 年前後と

した。皆様御盆休みはいかがお過ご

いうのが専門家の意見でしたが、2016 年 3 月、18

しでしたでしょうか？

回にもわたって世界チャンピオンを獲得している

平野祥之会員 お墓参りに高野山に行きました。白

韓国の棋士 イ・セドル氏を圧勝しました。

人の綺麗なお姉さんもたくさんい

P.22 俳壇・歌壇・柳壇

らっしゃいました。

俳壇：堺 RC 堤 氏、堺フェニックス RC 米田氏

永富久紀会員 今月、妻の誕生日はお花をいただき

歌壇：田辺 RC 山路氏

ありがとうございます。

柳壇：大阪金剛 RC 井出氏、堺清陵 RC 物種氏、

合計２４，０００円

堺 RC 大澤氏
P.24～32 ロータリーアットワーク

◆米山奨学会 特別寄付・・・米澤邦明会員

P.27「式典開催を記念してタイのクラブへ寄
贈」
〈草加シティ RC〉

幹 事 報 告

当クラブと友好クラブ、タイのロイエット RC に
草加シティ RC が消防車を寄贈した記事を発見しま
した。

（１） 本日の配布物

尚、2640 地区からの投稿はありませんでした。

時間

・週報
・ロータリーの友８月号
・クラブ慶弔規定

社会奉仕委員会

・地区大会記念ゴルフ大会チラシ
・世界遺産登録へ古墳 PR の幟の報告

「第２回 “ダメ ゼッタイ”募金のご報告」

・
「ロータリーデー開催について」

社会奉仕委員長 藤永 誉

（２）地区大会記念ゴルフ大会のご案内
日時：２０１８年１０月１０日（水）

8 月度の「ダメ ゼッタイ」募金を

会場：大阪ゴルフクラブ

行 いました。今回は、国際奉仕委

泉南郡岬町深日３１

員会より先日開催されたカンボジ

℡072-492-2011

ア スナーダイ・クマエ孤児院の

参加費用：参加登録費 １０，０００円

2019 年卓上カレンダーをご提供い

（参加費、パーティー費、賞品代）

ただきました。

プレイ費については各自フロントにて

募金金額は、１２，５００円でした。

ご精算願います。

皆様のご協力に感謝いたします。

参加定員：１８０名
（ロータリーファミリー参加可）
＊クラブで取り纏めますので、ご参加の方は
事務局までお申し込みください。
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そ の 他
「西日本豪雨災害義援金ご協力のお礼」

時間

会員 城岡 陽志

この度は西日本豪雨の被災に対し、堺北ロータ
リークラブの皆様から多額の義援金を頂きまして
誠にありがとうございます。
皆様から頂きました義援金は 8 月 17 日に愛媛県西
予市野村町の義援金窓口へ堺北ロータリークラブ
からとして総額 640,000 円の振込みを完了いたし
ました。
義援金の詳細は下記の通りです。
40,000 円

会員より義援金

300,000 円

堺北基金より義援金

100,000 円

平野会員のお父様より義援金

100,000 円

山ノ内元会員より義援金

100,000 円

城岡より義援金

義援先が野村町になった経緯は、理事会の方々が
愛媛県が被害に遭ったことを知り、愛媛県出身で
ある私に愛媛県に義援するなら何処が良いかとの
相談がありました。ご厚意に甘えて愛媛県で一番
被害の大きかった西予市野村町を提案いたしまし
た。この野村町は TV や新聞での報道通り、ダムの
決壊を恐れ放流したのですが、放流と豪雨が重な
り肱川が決壊してしまい野村町全域が床下・床上
浸水しました。野村町は過疎地で仮設住宅の設置
も遅れており、高齢者世帯の方々が体育館等で避
難生活を余儀なくされています。町の復興や住宅
の再建等もまだまだ目処がつかない状況でありま
すが、皆様からの温かいご厚志を野村町に届けさ
せていただきました。
この度は堺北ロータリークラブの皆様の熱いご厚
意に感謝いたします。誠にありがとうございまし
た。

で 部 西
す に 予
） 位 市
置 （
す せ
る い
市 よ
（ し
濃 ）
い は
ピ 、
ン 愛
ク 媛
の 県
と の
こ 南
ろ 西
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↓西予市野村支所 支所長 土居様よりお礼状を

例 会 風 景

いただきました。
拝啓
猛暑の候、貴殿におかれましてはますますご健勝のこ
とと拝察申し上げます。
この度の、西日本豪雨災害は 100 年に 1 度あるか無い
かの豪雨に見舞われ、人的被害(死者 5 名)、建物の浸
水、倒壊、またライフラインの遮断(停電、断水)など、
未曽有の大災害を受けました。現在、がれき等の撤去
など、被災者に寄り添い地元消防団、自衛隊、一般ボ
ランティア等のご協力を得て、被災地の復旧、被災者
の生活再建に向け懸命に取り組んでいるところです。
そのような中、近畿野村高校同窓会顧問:兵頭賢蔵氏を
通じ、
「義援金」のお話をいただき、衷心より厚く感謝
申し上げる次第であります。なお、受納いたしました
義援金の使途については、義援金配分委員会(仮称)等
を設置いたしまして、御社のご意向に沿えるよう検討
をさせていただきますので、何卒よろしくお願い申し
上げます。
末尾となりますが、今後とも貴ロータリークラブのま
すますのご発展をお祈り申し上げますとともに、時節
柄お体にご自愛ください。
大変恐縮でございますが、書中をもちましてお礼に代
えさせていただきます。
敬具

８月度皆出席表彰 塩見 守会員(６回)

西予市野村支所 支所長 土居眞二

申
し
上
げ
ま
す
。

残
暑
お
見
舞
い

「おてもやん」は幕末ごろにできた歌で、当は
熊本の花柳界のお座敷歌として歌われていたそう
です。
「おてもやん」の現代訳は下記の通りです。
結構、凄い歌詞です。

今週の歌
「おてもやん」
歌：熊本県民謡
作詞・作曲：日本民謡

おてもやん あんたこの頃
嫁入りしたでは ないかいな

おてもさん、あなた最近結婚したんじゃないの？

嫁入りしたことぁ したばってん

結婚したことはしたけれど

御亭どんが ぐじゃつぺだるけん

旦那がブ男なので（天然痘のあとが残っているの

まあだ盃ァ せんじゃった

で）
、まだ三々九度の杯はしてないの。

村役鳶役 肝いりどん

村の役付きさんや火消しの頭や仲人さん

あん人達の 居(お)らすけんで

いろんな世話役がいらっしゃるので、あとはうま

あとはどうなと キャなろたい

くとりなしてくれるでしょ。

川端まっちゃん きゃめぐろ

それより、川端町の方に回って歩きましょう♪

春日ぼうぶらどん達ァ

春日のかぼちゃのような男たちが裾を引っ張った

しりひっぱって 花盛り 花盛り

りして、私は人生の花盛りなの♪

ピーチク パーチク ひばりの子

ひばりのように浮かれっぱなしの男や、野暮った

玄白(げんぱく)茄子の イガイガドン

いイガグリ男たちは私の趣味ではないからね！
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